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日頃より、山北総合体育館を地域のホームグラウンドとし、気軽にスポーツ

を楽しんでいただき感謝申し上げます。先頃のアンケートにご協力いただいた

結果を基に改善点などを見出して行きたいと思います。“健康寿命”のことが

昨今よく言われていますが、健康を獲得する手段として様々な方法をもって努

力されていることと思います。その一つが運動です。当協会では、どなたでも

参加できるメニューを用意し、更には村上市との連携で集落に出向いた教室の

開催も行っています。自分に合った運動を続けることを是非お勧めいたします。

少子高齢化問題を乗り越えることは難題ですが、スポーツは老若を問わず体

力づくりに必須なツールと言えます。子どもたちの健全健康な体づくり、健康

寿命を延ばす体力づくりにサポートして参ります。山北総合体育館を交流の拠

点としても使って頂きたいと思います。今後もご意見をお寄せ頂きご指導をお

願い申し上げます。

副会長

本間 富美男

Ｐ．４

＊ ことちゃん日記＊

まだまだコロナ禍が続いております…
さらに、もうすぐ花粉の季節がやって
きます。軽い花粉症の私には辛い時期
です（笑）
ソーシャルディスタンスをしながら

運動を楽しみましょう！
ＢＹ：ことちゃん

当協会職員の退職について…
志賀 文也専門指導員が３月末で退職し、故郷の津南町へ帰ることとなりました。

４年間の山北の地での勤務でした。本人から熱いメッセージです！

また会う日までお元気で！さようなら～！

このたび、３月末日をもちまして退職することとなりました。事業や
地域の活動に参加して、多くの方と出会うことができ、この４年間は、
自分にとってかけがえのない大切な時間でした。
この山北での経験を活かして、４月からは津南町で総合型地域
スポーツクラブの職員として働く予定です。

来春の笹川流れマラソン大会などに参加します
ので、その際は右の写真の顔を思い出してもらっ
て声をかけてください！！
第二の故郷、山北に心から感謝しています。
今までありがとうございました。

ジュニアスポーツ体験会（卓球）

ごあいさつ

元気クラブ（府屋駅前）

職員研修で能力向上↑↑♪
３月５日（金）に、職員研修会として『簡単なレク

リエーションを使って楽しむ』を行いました。講師の
田嶋雄洋さん（村上市レクリエーション協会）からは、
実践を交えながら教えていただきました。
いろいろな活動で利用できる指導のポイント・ヒント

を学びました。今日のことを今後の事業運営に活かして
いきたいと思います！



山北の地で、健康づくり・元気づくり！

Ｐ．２
Ｐ．３

スポーツ協会ＮＥＷＳ！！

モゥ～

令和２年度 NPO法人さんぽくスポーツ協会 表彰式

新型コロナウイルス感染拡大状況によっては開催を

延期又は中止する場合がありますのでご了承ください。

事業名 対 象 開催日 活動時間 参加費 会 場

通

年

教

室

貯筋運動教室 フリー 第１・３水曜日 14：00～15：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

健康太極拳 フリー 第２・４金曜日 14：00～15：30 会員 ４００円
非会員 ５００円

ゆり花会館

３Ｂ体操教室 フリー 第１・３木曜日 19：00～20：30 会員 ４００円
非会員 ５００円

山北総合体育館

ラージボール
卓球教室

フリー 第１・３金曜日 13：30～14：30 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

トレーニングマシン
使用講習会

高校生以上 毎月第１金曜日 9：30～10：30
19：00～20：00

高校生 無料
一般 ２００円

山北総合体育館

モーニング
ストレッチ★

フリー ５月～７月
毎月第２・４水曜日

9：30～10：30 会員 ３００円
非会員４００円

山北総合体育館

ノルディック
ウォーク

フリー 毎週火曜日 10：00～11：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館
山北多目的グラウンド

健

康

健康ウォーク 一般 4月25日（日）
6月27日（日）
10月24日（日）

9：00～12：00 会員 ５００円
非会員 ８００円
小中学生３００円

府屋～中継
未定
未定

日本国登山 一般 5月16日（日） 9：00～12：00 会員 ５００円
非会員 ８００円
小中学生３００円

日本国（小俣）

ボッチャひろば 一般 6月9日（水）
11月10日（水）

14：00～15：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

子
ど
も

キッズパーク 3歳児以上

未就学児と
保護者

5月29日（土）
7月16日（金）
9月17日（金）

10：00～11：00
19：00～20：00
19：00～20：00

1組３００円 山北総合体育館

あそびの森 小学
1～6年生

6月19日（土）
9月18日（土）
2月26日（土）

9：00～12：00 未定 さんぽく会館ほか

大
会

悠遊さんぽく
Ｇ・Ｇ交歓大会

一般 4月20日（火）
10月19日（火）

9：00～12：00 ８００円 山北球場

悠遊さんぽく
ボッチャ大会

一般 7月11日（日）
12月5日（日）

9：00～12：00 1チーム 山北総合体育館

NPO法人さんぽくスポーツ協会では、次年度も様々な事業・教室を企画しています。お友達や家族、
職場の仲間などと一緒に、ぜひご参加ください！“ウィズコロナ”でスポーツを楽しみましょう！

令和２年度 村上市体育協会 表彰式

齋藤 廣平 さん（越沢）

２月１３日（土）村上市教育情報センターで「令和２年度 村上市体育協会
表彰式」が行われました。
都合で欠席した山北地区の受賞者２名に後日、賞状の伝達を行いました。

齋藤さんへ賞状伝達の様子

新規事業をご紹介！

１人目の受賞者は齋藤廣平さん。齋藤さんは
平成１２年４月に山北町体育協会副会長就任。
平成２０年４月の市町村合併に伴う、現村上市
体育協会統合前後の難しい時期に要職を長く勤め
ました。
また、当協会設立にも尽力し、現在まで継続

して豊富な経験を活かしてスポーツ団体の振興に
貢献しています。

２人目の受賞者は板垣瑠夏さん。板垣さんは羽黒高等学校１年生、
バスケットボール部員として「softbankウィンターカップ２０２０
第７３回全国高等学校バスケットボール選手権大会」２回戦に出場
しました。

板垣さんへ賞状伝達の様子

２月１８日（木）「令和２年度 NPO法人さんぽく
スポーツ協会 表彰式」を山北中学校の校長室で行い
ました。
今年度の優秀競技者賞受賞者は山北中学校３年生、
齊藤菜々美さん（下大蔵）です。
齊藤さんは令和２年９月１３日に三条市下田体育館

で開催された「第５４回新潟県空手道選手権大会」に
おいて、中学生３年女子組手競技で第４位という輝か
しい成績を収められました。

齊藤さんへ賞状伝達の様子

★①

★②

★…新規教室 ※参加費は全て１回分です

左から五十嵐 会長、齊藤菜々美さん、伊東 校長 ラージボール卓球教室 モーニングストレッチ★★① ★②

ラージボールと普通の卓球の違いは、ボールが
44㎜と少し大きく、オレンジ色で目立ち、ラケ
ットのラバーがつぶつぶしているところ。
未経験者もトライしやすい“ラージ
ボール卓球”で楽しく健康維持・仲間
づくりをしませんか？

ゆったりとしたストレッチをしてリラックス！
カラダを目覚めさせ、気持ちの良い1日を
スタートさせましょう！
タオル、内履き、飲み物があれば準備

OK！指導員が優しく教えますので安心
して山北総合体育館にお越しください♪

※上記新規事業は、５月からスタートしますのでご注意ください！

えいっ！


